近江八幡の歴史と
町並みの景観を探索

が宮中の舟遊びに似せ︑舟中で句を
詠み︑茶会を催したことに始まった
といわれます︒
うで︑水鳥も多く集い︑自然の営み

水郷は四季それぞれに趣があるそ
近江八幡市は︑豊臣秀次が築いた
や恵みを感じられるスポットです︒

はいかがでしょう︒

一度︑のんびりと散策にいかれて

です︒

現代人の心を浄化してくれるみたい

近江八幡の町並みや水郷めぐりは︑

城下町を基礎として八幡堀と琵琶湖
とを繋ぎ︑湖上往来する舟を城内に
寄港させることで人︑物︑情報を集
め︑ さら に 楽市
楽座 制を 実 施し
城下 を活 気 づけ
ました︒
近 世は 商 業都
市と して 発 展︒
近江 商人 の 発祥

永原 通り ︑ 八幡

よく 残る 新 町・

近 世の 風 情が

る人々の生活が目に浮かぶようです︒

ての行きかう人々やその地域におけ

また近江商人の邸宅を見ると︑かっ

風情と情緒を感じさせてくれます︒

松や︑白壁の土蔵など︑落ち着いた

して名刺や便せん等の商品が出てい

い等に使用︒近年は︑ヨシを原料に

て・屋根や天井等の建材︑茶畑の覆

一般的な用途は︑すだれ・ついた

品質の良さは全国的に有名です︒

※近江の﹁ヨシ﹂は江州ヨシ呼ばれ

の地 でも あ りま

堀沿いの町並み及び日牟禮八幡宮境
琵琶湖八景のひとつ﹁安土・八幡

す︒

内地は国の重要伝統的建造物郡保存
の水郷﹂は︑静かな水面を保ち︑水

またヨシの根は︑漢方薬として︑

れ

地区として選定されており︑また水
を浄化する密生したヨシの間に細い

熱を冷まし吐き気を沈める効果やふ

む

郷地域百六〇ヘクタールが景観法に
水路が網の目のようにはりめぐらさ

ぐの解毒救急にも適しているとされ

優雅な舟の旅﹁水郷巡り﹂は︑今

ひ

基づく重要文化的景観の第一号に選
れています︒

八幡堀の通りから近江商人の本宅
から四百年前︑織田信長や豊臣秀次

に名神町の現在地に移転しました︒

され︑乾燥と印刷を繰り返していき

印刷する色ごとにユニットが分割

太 田

收

株式会社ジェイク・
サポート＆サプライ

ています︒

る︒

定されました︒

な軟包装に利用されています︒

長年培ってきた技術で︑迅速・丁

代表取締役

代表取締役の太田 收氏は︑平成
年６月に法人を設立︑ＴＷシステ

や安全性も考慮しつつ︑作業しやす

工場︶の代理店・コンサルティング

ム︵太陽光利用環境制御土耕型食物

く︑お客様より品質面・衛生

﹁昨今では製品管理が厳し

Ｗシステムの意味がないと考え︑飲

しても安定した販売先がなければＴ

なか︑農産物の収量を効率よく増や

として全国各地での事業を推進する

面などにおいても高い精度の

食店等への産地直送卸売業へとシフ
トしてこられました︒

要望をいただきます︒

ります︒

い環境を整えていくことが大切にな

また機械自体が大型のため耐久性

細かな調整が必要になります︒

ズレ等の不具合が生じたりしない様︑

ますが︑その段階で印刷物の伸びや

機・ドライラミ機・

機・スリッター機・検品機・コーター

印刷に使用する︑グラビア印刷輪転

㈲グラビア共和は︑主にグラビア

います︒

寧をモットーに少数精鋭で頑張って

により手狭になったため︑平成 年

が立ち並んだ新町通りは︑見越しの

有限会社グラビア共和
代表取締役 岡本 正

東方
見聞録

その要望に応えるべく︑設

食の安全・安心な食品を安定して
届けられ︑相場で変動する青果の乱

計力・加工技術力を進歩させ︑
より高性能な製品を作ってい

高下に消費者及び生産者が振り回さ

品の流通形態を見直し︑生産〜消
費迄を一本の線で結ぶことに取り

れることのないように︑今までの食

かなければならないと考えて
おります︒
に心がけそしてユーザー様のニーズ

組みました︒

技術の優秀性︑製品の信頼性を常
に応えられるメンテナンスを目指し

押出機・その他周辺機器の整備・改
グラビア印刷とは︑円柱状の金属

て︑今後も尚一層︑日々努力してま

卓に欠かせないネギに着手し︑特に

会長︵岡本 郁夫氏︶が︑設計士︑

良・制作に携わっています︒
ロールの表面に小さな凹型の図柄を

いる所存です︒﹂

を決め︑全国各地の農家に生産を委

あるネギ﹂のニーズに合わせた品種

﹁風味が良い国産品︑肉薄で甘味が

現在は新規事業導入にあたり︑食
彫り︑そこにためたインキを紙など

こだ わりを持つ人 気ラーメン店 の
量に印刷が可能なため︑食品や化粧
品・薬品・生活必需品など多種多様

尼崎市名神町 丁1目３番５号
０６ ６-４２８ ７-２０６

と︑岡本社長は語っておられました︒

公務︑メンテナンスサービス員︑機

㈲グラビア共和は︑平成 年に現

22
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表現力︑色彩が豊かで︑高速で大

に転写する凹版印刷の一種です︒

翌年には有限会社化し︑業務拡張

て設立されました︒

ビア印刷機械メンテナンス会社とし

械組立員と共に尼崎の大庄にてグラ

8
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た供給の実績を重ね︑今では大手う
０７８ ４
-１１ ６-６２２

神戸市東灘区深江浜町１ １-

託︑出荷時の荷姿等も揃え︑安定し
どんチェーン店に供給するなど︑㈱
ジェイク・サポート＆サプライの信
頼感も大きくなってきました︒
ネギを入口に﹁無農薬野菜で︑食
感の柔らかいキャベツ︑甘味たっぷ

の

た︒
一方︑一日は 時間で 時間のズ
レが生まれます︒この一日のズレの
ことをサーカディアンと言います︒
そ れを人間は社 会的な適応力 で
﹁起きなければ遅刻する﹂と︑自分
で体内時計を毎朝調整しているので
す︒
ところが︑夜遅くまで起きていた

りの白菜がほしい﹂等の要望が相次
ぐなか︑無農薬野菜生産の第一人者
り︑不規則な生活をしていたりする
と︑この調整機能が狂ってしまうの

でもある小倉幸生氏とめぐり合い当
社に迎え︑その縁も手伝って︑この
体内時計のリズムを保つには︑朝

です︒

農林水産省が提唱している自治体

ですか？

五十件と連携︑十五ヘクタールの農

朝の光が信号となって脳の視床下

起きて太陽の光を浴びることが大切
一日のリズ
部にある視交叉上核に伝わると︑体

を中心に農業の六次産業化による地

ムをコントロー
内時計がリセットしようとする働き

作地を確保すると同時に︑農業生産

生産は農業生産法人生駒が行い︑
ルする体内時
が活発になります︒

です︒

勿論の事︑混載出来るため物流コス
集荷やカット野菜工場の運営は︑共
計のことです︒

域活性化が叫ばれている中︑ジェイ

トを抑える事が可能であり︑顧客の
済会会員の社会福祉法人陽気会とタッ

クもいち早く取り組みました︒

ニーズに応じ︑品種選定し︑種蒔き
グを組み︑宮崎と神戸の両作業所で
頭痛がする︑夜寝付きにくいなどの

太田社長は︑﹁これで安定供給は

から栽培〜収穫〜流通を自ら可視化
障害者が作業にあたり︑販売は㈱ジェ
睡眠障害の方が増えています︒
肥満予防ダイエット神戸アカデミー

予防や治療にもなります︒

また太陽の光を浴びることは鬱の

出来る体制ができました︒﹂
イク・サポート＆サプライが農・工・
その原因は︑サーカディアンリズ

肥満予防健康管理士 岸 正幸

現代人は朝起きられない︑だるい︑

と満面の笑顔で語ってくれました︒
商の連携をとるという仕組みがスター
ムが狂っているせいだと言われてい

﹁農業の活性化で雇用の拡大も図
人間の一日のリズムを詳しく研究

トしました︒

ズにそって︑韮︑ニンジン︑さつま
り︑社会貢献に努めるのが使命﹂を
した結果︑体内時計は一日 時間の

ます︒

いも︑大根︑キャベツ︑白菜︑じゃ
モットーとし︑全国各地を巡り頑張っ

神戸市灘区土山町７ ３
-７ ９
-０３
電話 ０７８︲８５８︲７３７４

がいも等取り扱い種類も増えていま

に熊本・高知と産地を広げ︑今やニー

ジェイクの野菜が広がる中︑さら

法人生駒を設立されました︒

度農業に熱心な宮崎県小林市の農家

サーカディアンリズムってご存知

1

事例

す︒

んでもおもしろくないので︑さよう

ておられます︒

② 債務者・・だれに貸したのか？

周期で動いていることがわかりまし

こと書面にしたためて︑債務者であ

項及び債務者が借金を全額受領した

④ 返済方法・・一括返済なのか？
分割返済なのか？
特に分割返済の場合は︑分割
の方法
⑤ 利息の有無・通常 年○％と

てお話したいと思います︒

Ｌ＆Ｐ司法書士法人
-

-

さて次回は︑その借用証書につい

ことになります︒

る親友に署名及び押印をしてもらう

③ 返済期日・・いつまでに返済

ことになりますが︑そうでない方は

仮に１００万円がすぐに用意がで

してくれるのか？

なら次号以降でお会いましょうとい

いと突然自宅にやって来た︒
もうしばらくお付き合いください︒

ある日︑親友が相談に乗って欲し
﹁実は○○という事情でどうしても
万円貸して欲しい︒急で申し訳ない
きるとします︒ただ親友とは言え１

お金が必要になった︒お金を１００
が明日には︑そのお金が必要なので
００万円は大金ですし︑﹁あげる﹂

定めます︒

URL

-

大阪事務所大阪市北区梅田

しても支払いがない場合の損

⑥ 遅延損害金・支払期日を経過

ので︑私も含めて殆どの皆様は

神 戸事 務所

害金の定めこちらも通常 年

降で詳細をお話しますが︑保

○％と定めます

つしてくれるのか？ e.t.c
﹂
と更に深く事情を聞くことになりま

証人・担保物の提供などを定

⑦ 担保に関する事項・・次回以

す︒そして︑いろいろな事情を聞い

他に方法はないのか？ 返済はい

﹁なぜ○○という事情になったのか？

に返して欲しいのが人情です︒です

のではなく﹁貸す﹂のですから確実

今日貸して欲しい︒このお金は︑絶

親友 にお金 を貸 して欲 しい
①

と言 われたとき︑ あなたは
どうされますか？

めます︒

が確かに借金として全額を貸主から

更に︑ここが一番重要で︑債務者

ります︒

以上を約束していただくことにな

た結果︑結局親友にお金を貸すこと
になりました︒
約束しなければならない事項は︑ど

さて︑ここで皆さんがこの親友と

と矢継ぎ早に話し︑あなたの目の前

んな事項でしょうか？

対に返す信用してくれ︒頼む︒﹂
で手を合わせて合掌︒
この申し出に皆様は︑どう回答さ

ば︑次のとおりです︒

受領したという領収書などを受け取

﹁キミは︑親友だし信用もしている︒

︵当たり前の事柄が多いですが︑実

法律に沿って事項を定めるとすれ

今金庫にちょうど１００万円の現金

際に相談にこられる方のほとんどは︑

うが︑以上の内容を借用証書︵金銭

れるでしょうか？

があるから持っていきなさい︒支払

何かが欠落しています︒︶

消費貸借契約書︶として①〜⑦の事

る必要があります︒

いは︑出世払いでいいよ︒﹂

① 貸金額・・いくら貸したのか？

もう既に皆さんもお気づきでしょ

と回答される方は︑ここから先を読

-

神戸 市中 央区 明石 町

-

http://www.lp-s.jp/
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